
ピクニックカフェ＊ワークショップ開催結果(①緑の指令と回答結果)
回答内容

A 都市景観 1
ビルにとってすてきなアクセサリーになっている木を
探してください。それはビルにとってどんなアクセサ
リーですか？

定禅寺通りのケヤキがビル沿いに立ち並び、ビルに少しの木陰を作っている。社員さんなどは気持ちよく会社へ行けると思う。
ドコモビルの近くの木、木が並んでいる自然を感じられる。良い情景。

A 都市景観 2
双子の木を探してください。二人は仲良しですか？
どんな会話が聞こえてきましたか？

双子の木。勾当台公園（県庁前、野外ホール近く）に、ヒノキ？が２本まっすぐに立っていました。２人はもちろん仲良しで、その両隣にはイロ
ハモミジの双子もいました。４本は同じ位の高さで、あまり高くはないので（２～３ｍくらい）高さからすると、やんちゃ盛りの小学生って感じでし
た。「次、何で遊ぶ？」「かけっこー！」「今日は着物の人が多いよね」「お茶飲みに行きたーい」なんて声が聞こえた気がしました。

A 都市景観 3

一番のっぽの木はどこにある何の木ですか？その
木に聞いてきてください。『背の高さを保つためにど
んなことに気をつけていますか？』 てっぺんからど
んな景色を見ていますか？

メディアテーク北側にある白鳥ビル屋上の木。
Q：高さを保つために気をつけていることは？「屋上の上の狭いスペースでも少ない栄養でも、丈夫に育てるように体を鍛えています。」
Q：てっぺんから見ている景色は？「一緒につばきと生活しています。定禅寺通りのケヤキばっかり注目されているけど、自分の方が高いん
だ、と見下ろしています。通りのイベントを見ているのは楽しいね。」

A 都市景観 4
一番小さな木はどこにある何の木ですか？その木
に聞いてください。『あなたが今世の中にもっとも言
いたいことは何ですか？』

勾当台公園入口（県庁方面）にある小さな木です。細くて可愛い木ですが名前は分からないです。世の中にもっとも言いたい事は、税金の無
駄使いはやめてほしい事

A 都市景観 5
緑が一番あざやかに感じられた木はどこにある何
の木ですか？それは何かに例えるとどんな色です
か？

勾当台公園のヒマラヤスギがトトロのようで灰色かな。街は歩いていても木を見ながら、ましてや１本１本どんな形なんて見ていなかったので
面白い体験でした。

A 都市景観 6
秋になると色が変わりそうな木はどの木でしたか？
どんな色に変わると思いますか？この木の落ち葉
はどれくらいの量や重さになると思いますか？

モミジ、赤、100L、3kg
ケヤキ、茶、1000L、30ｋｇ
桜、茶、500L、20ｋｇ
ハナミズキ、茶、100L、3ｋｇ
イチョウ、黄、800L、40ｋｇ
ヤマボウシ、茶、100L、3ｋｇ
サルスベリ、茶、300L、3ｋｇ
ナンテン、赤、10L、1ｋｇ
ミヤギノハギ、茶、10L、1ｋｇ
アジサイ、茶、5L、500ｇ

グループ 指令



ピクニックカフェ＊ワークショップ開催結果(①緑の指令と回答結果)
回答内容グループ 指令

A 都市景観 7
あなたが出会った木の中で一番太った木はどこに
ある何の木ですか？どのくらいの胴回りでしたか？
何年くらい生きていると思いますか？

勾当台公園にある木（松？）の幹がとても太くて高かった。胴回りは３ｍ２０ｃｍくらいでした。

A 都市景観 8
クールな木を探してください。なぜその木がクールだ
と思いましたか？※クールとは…冷静な感じ、ある
いはかっこいい感じという意味です。

-

A 都市景観 9

花が咲いている木をなるべくたくさん見つけてくださ
い。何種類の木が花を咲かせていましたか？見つ
けた花をなるべく多く簡単にスケッチしてきてくださ
い。

【スケッチ画】ドウダンツツジ、タブノキ、ハナミズキ、サクラ、みつばつつじ、キレンゲツツジ、オオムラサキツツジ、キリシマツツジ、サツキツツ
ジ、リュウキュウツツジ、ヨドガワツツジ、ヒノテキリシマツツジ、クルメツツジ

A 都市景観 10
画を描きたくなる緑の風景を探してください。なぜ、
その場所を選んでのですか？

市民センター西側から青葉山を見た風景、市内から見える大きな緑のかたまりがきれい。メディアテークの向かい側からのケヤキとメディア
テークのガラスのファサード、ガラスにうつる緑がまちの中の緑とマッチしている。定禅寺通りの結婚式場の小さなスペースと緑と新郎新婦、
人と緑の関係がステキな風景

A 都市景観 11
視界に入る緑の量が一番多くなるところを見つけて
ください。そこに立ったとき、どのような気分になりま
したか？その気分を何かにたとえてみてください。

定禅寺通りの空が見えないほど枝を伸ばし、青葉が美しい並木道、緑のカーテンを歩いて、西公園に到着。広瀬川と周辺の丘陵の緑を楽し
む間はあまり無かったが、時間がせまっていたのですぐに引き返した。定禅寺通りの木陰は全速力で歩いていても涼しく、心地良かった。広
瀬川と丘陵地に残る緑は心に深く、目にも鮮やかに美しかった。この緑を守っていくことの大切さを思った。はじめ、あまり遠くまで行かなくても
高みから眺めようと三越屋上に行ってみたが、丘陵地がわずかにのぞくだけで、想像した以上にビル群のコンクリート、鉄骨だらけだった。以
前宮城県庁展望室からは、青葉山、北西丘陵、台原、船形山、七ツ森が美しく、自然の緑を守ろうという気持ちを強く感じた。

A 都市景観 12
木の下で待ち合わせすることになりました。どこで待
ちますか？また、相手にどんな木と伝えますか？

-

B
生物

多様性
1

木のあるところに行って耳を澄まし、鳥の声を探して
ください。どんな鳴き声がしましたか？あなたの気に
入った鳴き声はどれでしたか？それはなぜです
か？

錦町公園へ行ってきました。子供みたいな鳴き声がしました。公園の中で子供が遊んでいる時、すずめから鳴き声を聞きながら、すずめが子
供になる感じは出てきました。人間と動物は同じだろうと思っていました。
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B
生物

多様性
2

木のあるところに行って、生きものを探してください。
どんな生きものが何種類いましたか？あなたの気に
入った生きものは何でしたか？それはなぜです
か？

元鍛冶丁公園のケヤキにカラスがとまっている。スズメもとまっていた。スズメとカラスが鳴き合いをしていた。１４１の近くの木にて、毛虫がい
た。葉を食べている。木陰で休む人がたくさんいた（定禅寺通りや商店街）。見つけた生き物は４種類だった。特に毛虫が気に入りました。懸命
に生きるその姿に感動しました。

B
生物

多様性
3

木の根元で、生きものを探してください。どんな生き
ものが何種類いましたか？あなたの気に入った生き
ものは何でしたか？それはなぜですか？

錦町公園の中の木、高さは２０ｍくらい。鳩がいた。アリがいた。ミミズがいた。鳩が気に入りました。公園のほのぼのした雰囲気と調和してい
て良かったから。鳩も公園の中を散歩しているようで鳥も休日を楽しんでいるように見えたから。

B
生物

多様性
4

木の上の方にいる、生きものを探してください。どん
な生きものが何種類いましたか？あなたの気に入っ
た生きものは何でしたか？それはなぜですか？

木の上の生き物といえば、やはり鳥です。いままで見えるのはたいてい３種類あります。それを気に入った原因は鳴き声です。でも、日本にい
る２年の経験から見ると、都心地の鳥がほとんど木の上にいません。人がえさをあげる一方で、林のような所が少ないのも１つの原因だと思
います。

B
生物

多様性
5

公園で見つけた生きものは何ですか？その生きも
のは公園のどんな木と仲良くしていましたか？その
木とどんな会話をしていると思いますか？

蟻、鳩、ハチを見つけた。いざ公園に行って「これは何の木だろう？」と思ってもなかなか何の木だかわからなかった。また、同じ「緑」でも、近く
で興味を持って一本一本木を見てみると、同じばかりではないことに気付かされた（勾当台公園にて）。主に見たポイントは、勾当台公園の滝
の右側の階段を登った右手。左手にはもみじらしき木、右手の木は名前はわからなかった。

B
生物

多様性
6

公園の土の上で見つけた生きものは何ですか？そ
の生きものは公園のどんな植物と仲良くしていまし
たか？その植物とどんな会話をしていると思います
か？

見つけた生き物・アリ、スズメ、ハト、カラス、名前の分からない羽虫。
仲良くしていた植物・背丈の低い５０～６０ｃｍくらいの木。（勾当台公園の滝の所の階段をのぼった左手あたり）
会話・「暖かくなってきましたね」「そうですね、良い季節になってきました」「これから暑くなってきますね、その時は涼ませていただきますよ」
「どうぞどうぞ、しかし今日は人が多いですね」「何かイベントをやっているみたいです。だから今日はゴミが多く捨てられているんですね」「なる
ほど。ポイ捨てはやめてほしいものですね」「まったくです」

B
生物

多様性
7

公園で見つけた生きものの中でお互いに会話をして
いるような生きものは何と何でしたか？どんな会話
をしていたと思いますか？

公園にいたハト。木の上で涼みながら「今日は暑いねぇ」と言っているように見えた。

B
生物

多様性
8

鳥や虫がそばを飛び回っている木を見つけてくださ
い。その木は鳥や虫たちと何を語り合っていました
か？

勾当台公園に行ってきました。なかなか虫は見つけられませんでしたが、鳥の鳴き声はたくさん聞こえました。定禅寺通沿いの大きな木の下
でスズメが何羽か木陰で遊んでいました。木は鳥たちを見守っているように感じられました。今日は暖かくて気持ちいいね～と会話しているよ
うでした。

B
生物

多様性
9

人と仲良くやっている木はどこにある何の木でした
か？木は人間に何を語りかけていましたか？

人と仲良くやっている木は、定禅寺通りと東二番町通りのカドにある大きなヒマラヤスギだと思いました。夏は涼しい木陰を作ってくれ、冬は
ページェントのシンボルとして美しく着飾って私たちを見守ってくれています。でも彼からは「もう少しコンクリートやアスファルトをはがして、土
が見えるようにしてほしいなぁ～。だって僕の根っこは向こうのほうまで伸びているんだよ」というメッセージが…。宮城県庁から真っ直ぐ南に
伸びる道の松の木２本、葉っぱがすっかり茶色くなっている。病気？立ち枯れ？ちょっと心配。谷風像の裏のほうにあるヒイラギ、葉先が黄
色っぽくなっていたのが気になる。鳥も何種類かいたが、姿が見えず、聞き分けも案外難しいな～と感じた。
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回答内容グループ 指令

B
生物

多様性
10

定禅寺通りにはケヤキのほかにどんな植物が何種
類くらいありましたか？あなたの好きな植物はどれ
でしたか？それはなぜですか？

花水木、もみじ、なんてん、つゆ草、サクラ、あすなろ、イチョウ、杉、アジサイ、もみの木、こぶし、もくれん。
花水木→勾当台公園の通り沿いの一扁。昨年の秋ぐらいから固い丸い花芽をつけて冬を越し、春に大きくひらく花がいいですね。

B
生物

多様性
11

ミツバチが止まっている木や花を見つけてください。
どこにあるどんな植物でしたか？ミツバチは何をし
ていましたか？その植物はミツバチと何か話してい
るとしたら、それはどんな会話ですか？

勾当台、花はあるがしおれている？虫がいない。白い花にとまっている。風が強くて大変なんですけど…。晴れてるけど。花粉を集めている？
湿った地面でもぞもぞしていた。水を飲んでいる、一休み的な。
レッドロビン？久しぶりに晴れて良かった。

B
生物

多様性
12

虫の気持ちになり、食べたくなるような葉を探してく
ださい。それはどのような葉ですか？どうしてそれを
食べたくなったのですか？

さくらの葉がやわらかそうなのでみどりの葉がとてもきれいでした。木の枝にハトが２匹とまっていました。

C 都市環境 1
根っこががっちり張っている木はどこの何の木です
か？その木のそばはどんな場所だと感じましたか？
その木にひと言メッセージをお願いします。

-

C 都市環境 2
雨が降っても傘になってくれる木はどれですか？見
上げるとそこにはどんな光景がありましたか？その
木にひと言メッセージをお願いします。

雨が降っても傘になってくれる木は、定禅寺通りのケヤキ。排気ガスに負けず成長してください。定禅寺通りを見上げると、ケヤキの緑が風で
揺らいでいるのが見えます。

C 都市環境 3
風当たりのいい場所にある木を見つけてください。
その木の姿にあなたは何を感じましたか？その木
にひと言メッセージをお願いします。

西公園　市民会館に隣接する広瀬川に面するケヤキたち。今日は心地よい風でしたが、冬は冷たく強い風が吹いていると創造できました。そ
のような風の強い場所でも大きく枝を伸ばし街中への風よけにもなっていました。定禅寺通りのケヤキに比べ力強く感じました。これからも仙
台の街を見守って下さい。

C 都市環境 4
いい日陰をつくり出している木を見つけてください。
その木のそばに行って夏の熱い日を想像してくださ
い。その木にひと言メッセージをお願いします。

私は、でかい木の下に座って夏の暑い天気を創造して、木といろいろ相談しました。実は今日の天気でちょっと涼しすぎですが。非常に暑い
日にはとても木の下に行きたいですが。私は木に話しました。
私：人類がCO2を排出させて、君が吸収して、O2をつくって、日陰をつくって人間にくれて、ありがとうございました。
木：どういたしまして。やさしく笑っていた。（錦町公園駐車場の側）

C 都市環境 5
歩行者を守っている木を探してください。それはどこ
の何の木ですか？その木にひと言メッセージをお願
いします。

定禅寺通りのケヤキ並木。涼しさをいただいています。冬はページェントをありがとう。
愛宕上杉通りのイチョウ並木。春にはみどりの新芽、秋は黄色の落ち葉。とても緑がきれいで秋の黄は素晴らしい。

C 都市環境 6
いつも車にいじめらている木を探してください。それ
はどこの何の木ですか？その木にひと言メッセージ
をお願いします。

定禅寺通り、広瀬通のケヤキ。交通量が多く、いつも同じ場所から動けず、その場でじっと耐えながら我慢して、それでも私たちに酸素や癒し
を与えてくれる。あなたこそ一家の大黒柱のようですね。そんなあなたに感謝の意味をこめて、排気ガスのよごれの洗浄を何回かやらせても
らいました。
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C 都市環境 7
ベンチでくつろぐ人をいたわっている木はどこにある
何の木ですか？その木にひと言メッセージをお願い
します。

-

C 都市環境 8
街全体を守っているような木はどこにある何の木で
すか？その木にひと言メッセージをお願いします。

今ある木の中から選ぶのなら、県庁にあるケヤキの木。戦後植えられた木ばかりですが。
木に一言：「１００年後にはあなたの友人達（様々な樹種、実のなる木、中低木も含めて）がそばにいて動物たちも自然に集まってこられるよう
な豊かな街にするからね…。今は頑張ってくれてありがとう。仙台は砂漠にしないで！」
ケヤキを代表種とはしていただきたくないのです。ケヤキに最もふさわしい場所、豊かな森です。街路樹として堂々たるものですが、もう少し多
様性のある緑を創造していただきたいです。このワークショップでは仙台の街路樹が単一的であることに改めて気付かされました。

C 都市環境 9
街行く人たちを守っているような木はどこにある何
の木だと感じましたか？その木にひと言メッセージ
をお願いします。

勾当台公園のヒマラヤスギ。市街地で雄大に生えている姿を見て、守ってくれているように思う。メッセージ：交通量も多く、冬にはイルミネー
ションの飾りも付けられ、大変でしょうがこれからも見守っていてください。

C 都市環境 10
深呼吸したくなるような場所を見つけてください。そ
れはどんな場所ですか？

勾当台公園の土の地面がある場所。樹木の上のほうで鳥が鳴いている。石だたみになっている所よりも端や裏にこそ深呼吸したくなるところ
がある。足の裏が少し沈むような土の地面を感じると、なぜか空を見上げて自然と深呼吸になる。愛宕上杉通りの県庁付近のイチョウ並木を
歩いていると建物との関係で急に日陰となって風を感じた。さらに歩くと日なたとなり、上を見上げて深呼吸したくなった。県庁の裏道にある閉
まっている食堂の入口にプランターが置かれていた。深呼吸ではないが、ふーっと息をはいた。深呼吸をするきっかけは、下を見て次に上を
見ることかなと思った。緑だけでなく、地面の感覚が大切で、風の変化、日光の変化が大切だと感じた。普段は西公園で子供達と遊んでいて、
樹木を守りたいと思っています。

C 都市環境 11
公園の中で、一番暑い（熱い）場所と一番涼しい（冷
たい）場所を探してください。その場所で何をしたい
ですか？

一番暑い（熱い）所：勾当台公園の男女の像。太陽が当たって熱いのはもちろんのこと二人の間もアツアツ。
一番涼しい（冷たい）所：茶席の中、凛とした着物姿で客をもてなしています。

C 都市環境 12
公園の中から聞こえる音の種類を数えてください。
その中で、うれしいと感じる音、悲しいと感じる音を
選んでください。

西公園。①人声、子ども、大人②車③小鳥。スズメ、ハト、カラス、ウグイス、トンビ、ヤマガラ④ボールを蹴る音⑤川の音（車の音が少ない時）
花、昆虫が少ない。



ピクニックカフェ＊ワークショップ開催結果(①緑の指令と回答結果)
回答内容グループ 指令

D
健康

くつろぎ
1

あなたのお父さんみたいな木を探してください。それ
はどこの何の木ですか？なぜそれがお父さんだと
思いましたか？

西公園の太いいちょうの木。低い位置から枝が出ていて登れそう。ここに登ったら、お父さんに肩車してもらっているみたいだろうな。
元鍛冶丁公園で空まで伸びているような大きなけやきを発見。たのもしい感じだ。木の幹に抱きつきたかったが、コンクリートにはばまれ、断
念。

D
健康

くつろぎ
2

あなたのお母さんみたいな木を探してください。それ
はどこの何の木ですか？なぜそれがお母さんだと
思いましたか？

グリーンハウス勾当台の前の丸く刈り込まれたドウダンツツジ。小さくて丸い感じであまり目立たないけれど、スズランのような小さいかわいら
しい花をたくさん咲かせて、まわりの人を和ませる所や、そこに小さいが大きな樹の下でその樹を大きく引き立たせているところがそう思えた
理由です。

D
健康

くつろぎ
3

あなたみたいな木を探してください。それはどこの何
の木ですか？なぜその木があなたなのですか？

錦町公園の松近くでは、落ち着いた空間を作っている所。遠目には背が高く軽やかな空間となっている所。定禅寺通りから見て、木のかたま
りがあり公園の目印となった。

D
健康

くつろぎ
4

ほっとする木陰を探してください。木陰に入り、目を
閉じて耳を澄ましてみてください。どんな感じでした
か？

元鍛冶丁公園でほっとして目を閉じて耳を澄ませてみました。飲食店街の中の公園のためか、食べものをつくるいい香りがしてきました。ま
た、鳥の声も聞こえてきました。香りと声の方向をたどって行くと、今まで知らなかったショップやとても形のよい木々を発見しました。まちの
ショップの人とも少しお話をしてきました。知らないところはまだまだいっぱいあるものでした。もう少し時間があったら地元の方々からみた緑に
ついてお話をききたかったです。

D
健康

くつろぎ
5

静かな木陰を探してください。目をつぶって深呼吸し
ましょう。どんな香りがしましたか？

元鍛冶丁公園。近くのお店の焼肉の香り。小学生の頃は隣のナイタービルの通用口を通って塀を登り、公園に降りて遊んでいた。その頃は杜
のイメージがあったが木陰は一ヵ所しかなかった。以前は入口に円形のベンチがあってそこが木陰でした。
跡付丁公園。となりのケーキ屋さんの甘い香り。工事中で中に入れなかった。以前はネコがいつも数匹、集会やら日なたぼっこしていたが、残
念ながら今日は出会えなかった。

D
健康

くつろぎ
6

芝生に生えている木を探してください。できたら、木
の下にすわり、木を見上げてみてください。どんな感
じでしたか？

勾当台公園及び県庁にいってみました。芝生に生えている木は唯一一本だけでした。公園は管理されているからかな～と思ったのと、木を見
上げると５月で若葉が繁茂していましたがみずみずしさが不足しているという実感は禁じ得ません。芝生に寝転がってみました。少年時代を
思い出しました。つき抜ける青空に筋状の雲、草のむっとする匂い、子供達には自然のなかで育つ事が重要であると痛感します。
一本の木は勾当台公園、国道沿いから見て左側から入って入口から一本目



ピクニックカフェ＊ワークショップ開催結果(①緑の指令と回答結果)
回答内容グループ 指令

D
健康

くつろぎ
7

心がぱっと明るくなるような木を探してください。その
木の幹か葉っぱに触ってみてください。どんな感じ
でしたか？

-

D
健康

くつろぎ
8

恋人と語り合うならどの木の下がいいですか？それ
はどこの何の木ですか？なぜそう思いましたか？

勾当台公園のもみじの木。下にあるベンチに座って、近くの滝の流れる音を聞きながらゆっくり語り合いたい。滝の右の階段を昇ったところの
左にあるもみじの木。

D
健康

くつろぎ
9

家族と過ごすならどの木の下がいいですか？それ
はどこの何の木ですか？なぜそう思いましたか？

錦町公園の中心辺りの一人用ベンチそばの松？の木。この木の下で家族と過ごせると良いと感じた。近くの芝生の丘の緑が鮮やかで気持ち
がなごむ。風も通るので、夏の暑い日でも父母も快適に過ごせると思う。今日は日曜日ということもあってか、小さい子供とその親でキャッチ
ボールをしたり遊んでいる姿も見られ、いい環境が人を惹きつけてつけているのだと思った。また、カップルで休んでいる人もいて、とても和や
かな雰囲気があった。

D
健康

くつろぎ
10

友だちと語り合うならどの木の下がいいですか？そ
れはどこの何の木ですか？なぜそう思いましたか？

西公園内、広瀬川よりの銀杏。晩翠通の銀杏並木とは異なり、枝がのびのびとしていて、５月末現在の細かい葉が、レースのようにサヤサヤ
と風に揺れ、見上げれば繊細な動き。木漏れ日もキラキラとしていた。この美しさを共有できる、学生時代の友人と久しぶりの再会を楽しみた
いと思いました。

D
健康

くつろぎ
11

お弁当を食べるならどの木の下がいいですか？そ
れはどこの何の木ですか？なぜそう思いましたか？

勾当台公園“平和”母子像近くのもみじの木。もみじの木陰のベンチ。新緑のもみじの小さな葉が生い茂ったところから５月の日光がキラキラ
さしてくる所が良かった。市街地でもちょっと小高く眺めも良くお弁当がおいしく食べられそうな気がします。

D
健康

くつろぎ
12

ティータイムならどの木の下がいいですか？それは
どこの何の木ですか？なぜそう思いましたか？

-

E
レクリ

エーション
1

公園でかくれんぼするとしたらどこに隠れますか？
隠れやすい場所を3箇所探してください。

①西公園桜ヶ丘住宅左側、金木犀の下につげの茂み
②機関車脇に石碑発見。石碑の周りに植え込みがあり、その陰が隠れやすい。菊池養之輔　歌碑「新しき世界のために靴の紐結ぶしもべと
我をならしめ」
③１０本近いヒマラヤ杉（直径１ｍ程度）が重なって見えるところ

E
レクリ

エーション
2

木登りしたくなる木を探してください。木に登ったこと
を想像して、その時の気持ちを教えてください。

定禅寺と東二番町通りの交差点の木。高所恐怖症なので、友達が登っているのを陰ながら応援したい。

E
レクリ

エーション
3

早朝、ウォーキングやジョギングしたいルートを探し
てください。なぜ、そこを選んだのですか？

ウォーキングルート：東二番丁通り→勾当台公園→県庁→定禅寺通り
けやき並木、いちょう並木がたくさんある通りを選びました。日の光が葉をとおってとどく緑色を体に感じながら歩いたりしたいなと思いました。
今日はとてもウォーキング日和で大変楽しい１日となりました。



ピクニックカフェ＊ワークショップ開催結果(①緑の指令と回答結果)
回答内容グループ 指令

E
レクリ

エーション
4

ずっと練習してきたオカリナが上手に吹けるようにな
りました。どこで演奏したいですか？なぜその場所
を選んだのですか？

エルパークを出て勾当台公園へ向かう。今日は天気もよく、イベント（茶会）で賑わっていた。噴水もあり、樹木もあり、ベンチもあり、一人でも
友達と一緒でもお弁当を持ちながらゆっくり過ごせる空間である。ただし、オカリナ演奏となると別で、人前で披露するというよりは早朝、晴れ
た日に一人でウォーキングがてらという設定にする。
東二番町通の交差点から西公園の方向に目を向けると、街路樹が美しい。テレビ、ドラマ等もよく撮影されているが、やはり仙台市を代表する
通りだと思う。早朝、小鳥のさえずりを聞きながらオカリナの演奏会というのもすがすがしい朝を過ごせそうである。

E
レクリ

エーション
5

あなたが飼っている犬を散歩させます。どこに連れ
ていきますか？なぜその場所を選んだのですか？

“勾当台公園”犬の運動になるような階段がある。暑い時に涼むことのできる水場や木陰がたくさんある。他にも犬のお散歩をしている人・犬
が多いので出会い（交流）もあるのではないか。仙台で公園と言ったら、私の中では勾当台公園が思い浮かんできます。様々なイベントに多く
の人が集まり、ショッピングの合間に一息つける場所、仙台市内・外などから多くの人が足を運び楽しめる仙台自慢の公園の１つだと思いま
す。ずっときれいなままであって欲しいと思います。

E
レクリ

エーション
6

あなたはイベントのプロデューサーです。勾当台公
園を活用して，どんなイベントを実施しますか。なぜ
そう思いましたか。

-

E
レクリ

エーション
7

あなたは子どもに戻ったとします。勾当台公園で何
をして遊びますか？

水辺、花。岩や水がたくさんあり、アスレチックのように遊ぶ。水しぶきとたわむれる。花畑もあったのでその中に入って遊ぶ。階段がいくつも
あったので友達とグリコをして遊んだりするかも。

E
レクリ

エーション
8

公園で遊んでいる人を探してください。その人は何
をして遊んでいましたか？その人はどんな気持ちだ
と思いますか？

・勾当台公園ではお茶会のイベントが開催されていて普段とは様子が違っていた。テントたくさん。遊べるスペースは少ないが、中央の芝生で
小さい兄妹が四つ葉のクローバーを探していた。気持ち：夢中？
・小さい子どもが水の入っていない岩場をよじのぼって遊んでいた。気持ち：無心…？
・滝のように水が流れるとこの一段上、茂みの合間（土の上、坂になっているところ）を走り回る子どもがいた。整えられすぎた公園ではない楽
しみ。気持ち：楽しい

E
レクリ

エーション
9

たまったストレス・疲れを発散させるため、思いきり
体を動かせそうな場所を探してください。なぜその場
所を選んだのですか？

腰を痛めているので最も近いところとして錦町公園を選んだ（第１因）。久しぶりの場所として（第２因）。実によく整備されていて嬉しかった。元
来晴れ男であるが、まさに五月晴れで、順光を浴びた巨木の緑が実に鮮やかであった。背景の近代化したビル群に負けない公園樹木の成長
ぶりは頼もしく、仙台市内の緑地公園としてはトップに位置づけて良いと思う。参加できてありがたいと感謝する。個々の樹についてではなく、
公園を一周しての全体としての印象をのべた。

E
レクリ

エーション
10

定禅寺通の車を通行止めにします。どのようなイベ
ントを開催しますか？なぜ、そのように思ったのです
か？

勾当台公園で杜の都大茶会をのぞいてきました。アクアクララのお水を飲んでおいしかったです。着物を着てそぞろ歩く日を作るなんていうの
はどうかなと思いました。お茶会も抹茶や煎茶だけでなく、コーヒーや紅茶、中国茶、日本茶、ハーブティー、チャイなど色々な世界のお茶を気
軽に安い値段で（１杯１００円とか）飲める仙台のお茶会を催すとかも楽しそうだと思いました。ちょうど茶道の催し物をやっていたのでそんなア
イディアが浮かびました。



ピクニックカフェ＊ワークショップ開催結果(①緑の指令と回答結果)
回答内容グループ 指令

E
レクリ

エーション
11

イベントで公園にお店を出していいことになりまし
た。どの場所にどんなお店を出店しますか？なぜそ
の場所を選んだのですか？

公園→勾当台公園
場所→メインの入口から２、３軒目
お店→飲み物系、かき氷
暑い日は冷たい飲み物が欲しくなるから。食べものだと好みがはっきり出てくるので、みんな飲みそうな飲み物が良いと思った。

E
レクリ

エーション
12

子どもと公園でキャッチボールをすることになりまし
た。キャッチボールをやりやすい場所はどこですか。
なぜそう思いましたか。

-


